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公益社団法人日本青年会議所 九州地区 福岡ブロック協議会 

2023 年会⾧意見書 

（参考資料） 

 

一般社団法人 久留米青年会議所 

野田 康友 

 

「はじめに」 

働き方改革や SDGs などのこれからを見据える考え方とともに変わろうとしていたわが

国日本は、新型コロナウイルス感染症の影響によりその変化のスピードを加速させて来ま

した。オンライン面談、テレワークに始まり、以前では想像もできないほどのデジタルを

駆使したサービスが次々と現れ、社会に受け入れられています。そのような変化によって

人の考え方や価値観も変わって来ています。当初は終息とともに以前の日常に戻ることを

願った新型コロナウイルス感染症でしたが、いまはいかにこのウイルスと共存し、人類の

歩みを止めないかを考え実行するという形での収束に向かい始めたと言えます。一方で、

誰も経験したことのない世界が訪れていることを認めることへの恐怖や、未来の姿が想像

できないことに不安を感じる人も少なくないはずです。一人の力ではどうすることもでき

ないような出来事が次々と起こり、頭を抱え、心を痛める瞬間も少なくありません。良い

意味でも悪い意味でも、我々青年はもちろん、いま生きている人類が誰一人経験したこと

のない時代に突入している気がしてなりません。では、そのような新しい時代に立つ我々

JC が果たすべき役割、目指すべき姿は何なのでしょうか。 

それはまさに、誰も経験がなく、様々な価値観が混在する新しい時代だからこそ、想い

を形にするリーダーの存在そのものが求められているということではないでしょうか。こ

れは、JC が本来得意とするところであり、取り戻さなければならない価値なのではないで

しょうか。 

正解がひとつではない現代に生き、未来を預かる我々によって描かれた、これからの

「明るい豊かな社会」と、その社会に連動したこれからの福岡のあるべき姿を発信し続け

る JC こそが、創始の精神である「奉仕」「修練」「友情」を格好良く身にまとい、あるべ

き姿に本気で向かう姿を通して、人を惹きつけるリーダーの集団であるべきであり、次世

代リーダーの育成機関でもあるべきです。 

 

「多くのまちのリーダーを輩出するために、果たすべき福岡ブロック協議会の役割」 

 素晴らしいことに、近年では珍しく LOM が 1 つ新設され、2022 年度より正式 22LOM
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となった福岡ブロック協議会において、いまこそ協議会に求められる役割は、徹底した

LOM 支援であると考えます。日本青年会議所が提供する情報やサポートを LOM へ繋げ

る支援はもちろんのこと、出向を通して会員の定着や成⾧を促進する支援、JC の理念を再

認識し運動への礎としていただく支援、理念をもとにした会員拡大に特化した支援など、

福岡ブロック協議会だからこそ発信できる運動を LOM と共有し、各地域での運動に活か

していただくことで、福岡ブロック協議会と LOM との繋がりが最大化され大きなエネル

ギーを生み出します。そのエネルギーをもとに福岡ブロック協議会として福岡県や県民の

皆様に対しても効果的な運動を起こし、存在価値が高まっていくという流れが理想的であ

ると考えます。「LOM に寄り添う」、「LOM と一緒に」活動をする姿勢こそが、福岡ブロ

ック協議会の力の源であることを再認識し、その姿勢によって行う「LOM の立場に立っ

た」、「LOM のためになる」総合的支援を使命におくことで、福岡ブロック協議会と県内

22LOM との一体感を醸成することが責務であると確信します。 

 

「まちのリーダーの原石を預かるブロックアカデミーが担うもの」 

2022 年度で 40 期目を迎えている伝統ある福岡ブロックアカデミーは、LOM から送り

出していただいた入会間もない貴重なメンバーの成⾧を預かる機関として非常に重要な役

割を果たし続け、歴史を紡いで来ました。修練や友情が前面に表現された事業を経験した

メンバーが精神的に成⾧し、その価値を踏まえて後輩たちにもアカデミー出向を勧める土

壌が出来上がっていることは素晴らしい現状と言えます。一方で、メンバーに提供するべ

き成⾧の形が時代とともに少しずつ変わって来ていると感じます。多くの LOM が多大な

尽力で仲間に招き入れたメンバーをアカデミーに送り出していただけるのであれば、そこ

には JC への定着という効果が担保されているべきであると考えます。アカデミーメンバ

ーが、これまで培われてきたブロックアカデミーでしか得られない成⾧や友情を体得する

価値自体は継続させながら、JC の理念や目的、JAYCEE としての在り方、事業構築に向け

てのリーダーとしての心構えや示すべき背中など、これからメンバーが地域で素晴らしい

運動を起こすリーダーになるための土台を形成し、モチベーションに満ち溢れた状態で

LOM に戻り、すぐに貢献できる人財になることを約束できる場所であるべきです。 

 

「拡大に特化した支援」 

ブロックアカデミーが、メンバーの定着を支援する機関であるならば、そのメンバーを

多く輩出するためにも、会員拡大の支援も欠かせない事業であると考えます。近年、会員

拡大に悩みや課題を抱える LOM は多く、存続にも関わるため、会員拡大の重要性と緊急

性は多くの LOM が認識しています。その一方では手法に苦慮し、情報を求めている

LOM も少なくないはずです。だからこそ福岡ブロック協議会として、一年間拡大に特化

して LOM を支援し続ける体制を取り、LOM が実践したい会員拡大を後方支援する必要

があります。LOM ごとの入会基準などの特色の違いや課題を把握し、それぞれの課題に
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適応できそうな効果的な情報や手法を拾い集めて提供し、そのプロセスと結果を 22LOM

と頻繁に共有するというような、全 LOM と並走しながらともに目標達成に向かうような

支援こそが、福岡ブロック協議会として実践すべき拡大特化支援の理想の姿であると確信

します。 

 

「徹底した LOM 支援」 

先に述べたように、会員拡大の成功に直結するために根幹として大切な理念共感の最大

化や、そこから繋がる手法および事例の共有などは LOM の発展の源泉となる最も重要な

支援です。ただそれだけが福岡ブロック協議会が果たすべき支援ではありません。多様性

という言葉の正しい認識や、ウェルビーイングという考え方、デジタルによって世界中が

繋がれたことによる超高速情報化社会がもたらす展望や懸念など、会頭所信をもとに構成

された日本青年会議所の数ある運動は、世界や日本の現状を踏まえ、これから迎えようと

している世の中を読み解き、我々JC がどのような考え方をもとに行動するべきかという重

要なヒントを常に提供しています。これは、日本青年会議所という出向者で構成された組

織の方向性というものだけではなく、日本中の地域をより良くするために運動をしている

LOM にとっても非常に有益な資源になり得ると感じます。多くの資源を 100%共有しきれ

ておらず、本会は、協議会は、LOM は、という主語が分かれた状態では大きなムーヴメ

ントを起こすことが容易ではありません。情報も状況も共有しきれていないことにより、

LOM にしかできない各地域でのまちづくり運動を構築する際のヒントとして活用する機

会を損失している可能性もあります。そのような機会損失を防ぐためにも、徹底した情報

と状況の共有をブロック協議会が行うことにより、LOM が起こす運動の懸け橋になりた

いと強く感じております。反対に、LOM から日本青年会議所に求めることを的確に吸い

上げ、フィードバックを行う懸け橋にもなることで、日本青年会議所として持続可能な運

動を起こし続けることにも寄与すべき役割もあると考えます。日本青年会議所が「気づい

ている」数々の未来への在り方を存分に LOM へ提供し、各地のリーダーが求める「まち

の声」を繋げ、相乗効果を最大化することが、地域単位でより良いまちづくりとなり、地

域経済が活性化され、地方創生への追い風になり、大切な LOM 支援かつブロック協議会

の重要な役割の一つであると確信します。 

 

「誰も経験したことのない時代と世代」 

 はじめに述べたとおり、大きな時代の変化がコロナ禍によりさらに凄まじいスピードで

加速しています。JC においても現在在籍している会員、とりわけ卒業を間近に控える会員

の多くはこれまでの経験や在り方を比較対象として、過去を懐かしみ、ここ数年我々を取

り囲んでいる現在の方をイレギュラーのように捉えてしまっていることも否定できませ

ん。もっとも、それ自体が問題であるわけではなく、継承されるべき心構えや運動の実績

は数多く存在します。一方で、Z 世代と言われる世代においては、生まれながらにデジタ
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ルが身近に存在し世界中の情報や人と潜在的に繋がっており、教育の現場においては

SDGs やカーボンニュートラルなどの重要性を身近に学び、未来のために皆で幸福を追求

する必要性をきれいごとでは無く当事者として意識していると感じます。 

 このまったく新しい時代の流れと構造を我々会員が率先して学び分析し、そのうえで Z

世代を中心とした若者たちとともに「まちをより良くする運動をつくることができるよう

にする」ために我々青年世代が変わるべきこと、実行すべきことを多くのメンバーをはじ

めとするまちのリーダーと共有することが極めて重要であると考えます。そこで生まれる

共感によってはじめて、新世代の若者たちに向けても「発展と成⾧の機会を提供する」こ

とができるとともに、JC がもたらす運動と JC という組織自体を持続可能な形で新世代へ

託すことができるのではないでしょうか。未体験だからこそ向き合うべきこれからの時代

と、その時代の中で生きていくヒトという財産にフォーカスを当て、新時代と新世代を光

輝くものにしていきましょう。JC こそが、自ら時代を迎えに行く運動を起こし続ける集団

であるべきだと確信します。 

  

「福岡県民によるまちづくり意識増進」 

 「JC はごみ拾いをする団体ではない。ごみが落ちていない社会を創る団体である。」細

かい文言は違ったとしても、先輩方からこのような表現を使って我々の目指すべき姿を教

わった会員も少なくないはずです。我々JC が、市民の意識変革団体であることを表した言

葉です。福岡ブロック協議会として行うべき市民意識変革運動として、より良い福岡のま

ちづくりのための選挙参画意識向上と、県民によって自助と共助がなされるための防災・

減災意識向上という 2 つのテーマには継続して向き合うべきであると考えます。行政や土

地柄などのせいにして評論して終わるのではなく、いまなにが出来るのかを考え実行して

いく県民に溢れたまちは確実に発展していくはずです。我々JC が一方的に変えあらためる

ことを唱えるのではなく、JC と県民とが一緒になって意識を「増進」していくことが、本

当の変革であると考えます。 

 選挙において、国単位、県単位、地方自治体単位など、あらゆる選挙において投票率が

低い現状は言うまでもありません。投票率の向上に向けた事業は多く実施されており、会

員を中心に県民個々の投票意識の向上に努めてきましたが、投票率低下という流れ自体を

食い止められているとは言い難い状況です。このとても難解な課題を解決するために福岡

ブロック協議会がやるべきこと、いまやれることは何でしょうか。まずできることとして

は、我々会員が 100%投票することです。その姿を家族や子どもたちに見せ、我々会員の

身近な人に対して、投票は当たり前の行動であるという意識の増進を行います。子どもた

ちが大人になり、同じように次の世代へその姿を継承していくことで、投票することを文

化として根付かせる契機になります。さらに、やはり身近な人だけではなく、県民によっ

て福岡がより良くなっていく状態にするために、福岡県の投票率を上げることは大変重要

です。投票率の高い他国や他地域の事例を調べ上げ、福岡らしく、楽しく、行きたくなる
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選挙の方法を県民とともに考え、そのアイデアや声を集約し、実行性と共に行政へ提言す

ることは、県内各地の地域と繋がる福岡ブロック協議会が強みを活かして行える行動の一

つであると考えます。 

また、県民の防災・減災意識の更なる向上への働きかけも継続すべき事業であると考え

ます。近年福岡県でも自然災害は多発しており、県民の防災・減災の意識はおのずと高ま

ってきている印象があります。ただ防災・減災と一言で言っても、地理的に見れば地域ご

とに抱える災害への懸念はそれぞれ違うものであります。各地ごとの災害懸念を集約・共

有し、注意喚起を促すだけに留まらず、自助と共助の行動に繋がる運動を起こすことで、

高い防災・減災意識を持った県民によってまちが守られている状態を創り出すことができ

ると考えます。また、万が一県内で災害が起こった際に即座に連携し、我々がやるべき支

援をいち早く実行できるような体制も早い段階から構成し、有事の際の行動の初速を早

め、翌年以降も引き継げる基盤作りが不可欠です。 

各地域を結び、繋がっている特性を備えた青年会議所だからこそ構築できる防災・減災

意識増進事業と、選挙に関するまちづくり意識増進事業を通して、福岡をより良くするた

めの「500 万総活躍」状態を創り出すことができると確信します。 

 

「運動の発信」 

福岡ブロック協議会主催による最大の JC 運動の発信の場として「福岡ブロック大会」が

あり、2023 年度は一般社団法人柳川青年会議所主管により開催されます。かつては「福岡

ブロック会員大会」と呼ばれ、主に 3 つの目的と 4 つの益を掲げられてきました。1 つ目

の目的は会員の意識の高揚、2 つ目は市民意識変革運動による主管地域の活性化、3 つ目

は社会にポジティブな変化を起こし福岡県全体へ県益として波及させることです。益の 1

つ目は地域益、2 つ目は主管 LOM 益、3 つ目は参加者益、4 つ目は県益です。近年では、

サステナブルな社会を実現するために社会益という考え方も付け加えられて議論されるな

ど、時代とともにこの大会も進化をしてきていることでしょう。新型コロナウイルス感染

症の影響による中止や WEB 開催が続いたことで、ブロック大会への参画自体が未経験の

会員も増えたことで、おのずと現地参加を通して持ち帰る気づきや学びを体感出来ていな

い会員が増えています。とにかく現地に来てもらうことを重要視しながら、状況に応じて

開催方法がどのような形になろうとも、「会員のための」ブロック大会ということを際立

たせ、大会を知り、運動を知り、JC への認識が深まり、気運が高まる大会にすることが求

められていると考えます。また、主管青年会議所の熱き想いを受け止め、主催と主管の緊

密な連携と発信を繰り返し、この大会の主管を経験することが LOM の発展に直結すると

いうことを改めて確立させることも重要です。その姿によって、これからの主管青年会議

所への立候補に対してより前向きな空気感を醸成しなければなりません。引き継がれてき

た目的のなかで、主管青年会議所と主管地域、そして参加していただく会員にとって特に

価値の高い大会であることを強調しながら、まちのリーダーを多く生み出すために、福岡



6 

 

ブロック協議会の果たすべき役割と運動を明確に彩り発信することで、すべての会員にと

っても、福岡県全体にとっても、有益かつ不可欠なものになることを確信します。 

 

「これからの福岡の発信」 

福岡ブロック協議会にとって、ブロック大会とともに大きな運動発信の場である

「FUKUOKA コンファレンス」は、主管の設定がなく、福岡ブロック協議会主催として構

築する、より県民の皆様に向けた JC 運動の発信の場と捉えることができます。福岡ブロ

ック協議会として福岡の魅力やポテンシャルを深掘りし、重要なカウンターパートである

福岡県とも早い段階から協議を重ね、我々ＪＣが考える少し先の「福岡のあるべき姿」が

存分に表現された場とします。福岡の特色と、一年の運動を通して掴んできた福岡経済の

可能性や県民の持つ可能性が織り成す福岡県のワクワクするような近い将来を、最適なシ

チュエーションと誰もが楽しいと感じる雰囲気の中で表現し、県民の皆様が福岡をより理

解し、より好きになり、県民として意識増進していただく契機となるような事業とするこ

とで、県民の皆様に対する JC の認知向上と、会員にとっての JC の存在価値の再認識の場

所となり、福岡ブロック協議会の運動の集大成と位置付けます。 

 

「むすびに」 

明るい豊かな社会の実現を理想とする JC の創始の精神として「社会への奉仕」「個人の

修練」「世界との友情」という 3 つの信条のもと我々は活動しています。この３つの信条

においてはすべてが重要であり不可欠で、万が一いずれかを欠くことがあるならば、それ

は我々が起こす運動として不完全である可能性があります。しかし、この 3 つの信条を欠

くことなく我々の目的を達成していくために、我々会員が意識しておくべき順番がある気

がしてなりません。すべては運動の先にある対象に向けた「奉仕」による発展がはじめに

確立されているべきであり、そのためには「修練」が必ず付随され成⾧に繋がり、そのプ

ロセスを通して最終的に「友情」が生まれている、そのような順序により生み出されるも

のこそが理想的な運動であると考えます。その順序だからこそ体得できる三信条の精神こ

そが、JC でしか学ぶことが出来ない永久資産であると確信し、多くの会員の皆様と共有し

たいことです。この順番を心構えとして念頭に置きながら我々が活動することで、いま訪

れているさまざまな課題が複雑に絡み合った正解が一つではない新時代においても、信じ

させてくれるような、ついて行こうと思われるような魅力的なリーダーが多く生まれるの

だと信じております。福岡というまちのあるべき姿を熱く唱え、本気でその姿を目指す

我々JC の「奉仕」が、会員の「修練」を最大化させ、そのプロセスを仲間とともに全うし

た結果、福岡中のかけがえのない「友情」をもたらし、まちをより良くする多くのリーダ

ーを輩出します。そのリーダーたちが地域に張り巡らされた福岡県が、県民自らが世界に

向けて誇ることができる持続可能なまちとして更なる発展を遂げることができるのだと確

信します。 


